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2014年2014年2014年2014年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

12月16日 粉飾をカンタンに見つける方法 新潟 寺岡

12月12日 粉飾をカンタンに見つける方法 広島 寺岡

12月11日 粉飾をカンタンに見つける方法 福岡 寺岡

12月10日 粉飾をカンタンに見つける方法 松江 寺岡

11月25日 粉飾をカンタンに見つける方法 大阪 寺岡

11月21日 粉飾をカンタンに見つける方法 名古屋 寺岡

11月7日 粉飾をカンタンに見つける方法 鹿児島 寺岡

11月4日 粉飾をカンタンに見つける方法 仙台 寺岡

10月29日 再生型Ｍ＆Ａ・承継型Ｍ＆Ａの違いと実務上のポイント 札幌 桐明、真部

10月28日 再生型Ｍ＆Ａ・承継型Ｍ＆Ａの違いと実務上のポイント 新潟 桐明、真部

10月20日 民事信託の考え方と活用事例 東京 河合、飯塚

10月9日 再生型Ｍ＆Ａ・承継型Ｍ＆Ａの違いと実務上のポイント 松江 桐明、真部

10月8日 再生型Ｍ＆Ａ・承継型Ｍ＆Ａの違いと実務上のポイント 広島 桐明、真部

9月24日 再生型Ｍ＆Ａ・承継型Ｍ＆Ａの違いと実務上のポイント 名古屋 桐明、真部

9月22日 粉飾をカンタンに見つける方法 東京 寺岡

9月11日 再生型Ｍ＆Ａ・承継型Ｍ＆Ａの違いと実務上のポイント 鹿児島 桐明、真部

9月10日 再生型Ｍ＆Ａ・承継型Ｍ＆Ａの違いと実務上のポイント 福岡 桐明、真部

9月9日 再生型Ｍ＆Ａ・承継型Ｍ＆Ａの違いと実務上のポイント 大阪 桐明、真部

9月5日 経営承継・資産承継の進め方 札幌 樋爪、真部

9月3日 再生型Ｍ＆Ａ・承継型Ｍ＆Ａの違いと実務上のポイント 仙台 桐明、真部

9月2日 再生型Ｍ＆Ａ・承継型Ｍ＆Ａの違いと実務上のポイント 山形 桐明、真部

8月25日 再生型Ｍ＆Ａ・承継型Ｍ＆Ａの違いと実務上のポイント 東京 桐明、真部

8月1日 経営承継・資産承継の進め方 松江 米川、真部

7月29日 不思議な中小企業を評価する着眼点 新潟 寺岡

7月15日 経営承継・資産承継の進め方 名古屋 上廣、真部

7月14日 ＩＴ戦略のポイント・ＡＢＬ＆電子債権の今後の展開 東京 岡崎、田中丸修一

6月27日 経営承継・資産承継の進め方 大阪 久保田、真部

6月25日 不思議な中小企業を評価する着眼点 山形 寺岡

6/18～20 コンサルティング機能強化3日間研修 東京 寺岡

6月16日 経営承継・資産承継の進め方 東京 大藤、真部

6月12日 経営承継・資産承継の進め方 鹿児島 岩元、真部

6月11日 経営承継・資産承継の進め方 福岡 廣瀬、真部

6月3日 経営承継・資産承継の進め方 仙台 大藤、真部

5月26日 不動産再生の仕組みと実務対応 東京 井手、飯塚

5月22日 不思議な中小企業を評価する着眼点 名古屋 寺岡

5月14日 不思議な中小企業を評価する着眼点 松江 寺岡

5月1日 不思議な中小企業を評価する着眼点 札幌 寺岡

4月28日 不思議な中小企業を評価する着眼点 東京 寺岡

4月23日 不思議な中小企業を評価する着眼点 大阪 寺岡

4月11日 不思議な中小企業を評価する着眼点 鹿児島 寺岡

4月10日 不思議な中小企業を評価する着眼点 広島 寺岡

4月9日 不思議な中小企業を評価する着眼点 福岡 寺岡

4月3日 不思議な中小企業を評価する着眼点 仙台 寺岡

3月24日 特定調停の利用可能性と経営者保障の新ガイドライン 東京 山岸、大場

3月17日 事業再生コンサルティングとは？ 新潟 寺岡、真部

3月11日 事業再生コンサルティングとは？ 岡山 寺岡、真部

3月4日 事業再生コンサルティングとは？ 札幌 寺岡、真部

2月21日 地域金融機関の営業店で求められる事業再生コンサルティングとは 大阪 寺岡

2月19日 事業再生コンサルティングとは？ 名古屋 寺岡、真部

2月17日 税制改正対策強化セミナー 東京 大藤

2月14日 事業再生コンサルティングとは？ 松江 寺岡、真部

2月13日 事業再生コンサルティングとは？ 福岡 寺岡、真部

2月12日 事業再生コンサルティングとは？ 鹿児島 寺岡、真部

2月4日 事業再生コンサルティングとは？ 山形 寺岡、真部

2月3日 事業再生コンサルティングとは？ 仙台 寺岡、真部

1月27日 耐震改修促進法の改正のポイントとその重要性 東京 加藤、飯塚
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2013年2013年2013年2013年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

12月20日 融資力の基本とは何か？ 東京 寺岡、真部

12月12日 医療、介護、福祉経営者支援のポイント 鹿児島 桐明

12月12日 医療、介護、福祉経営者支援と再生支援 福岡 川庄、真部

12月6日 6次産業化の現状と今後の課題 札幌 山崎、菅原

12月5日 小規模事業者のための事業承継と出口戦略 札幌 真部

11月26日 医療、介護、福祉経営者支援と再生支援 大阪 風神、真部

11月19日 医療法人の事業承継問題とその対応策／再生支援 名古屋 奥村、真部

11月18日 6次産業化の現状と今後の課題 東京 錦織、菅原

11月8日 医療、介護、福祉経営者支援と再生支援 山形 桐明

11月5日 医療、介護、福祉経営者支援と再生支援 仙台 桐明、真部

10月21日 医療、介護、福祉経営者支援と再生支援 東京 川原、真部

9月24日 資産性借入金の有効活用と再生支援 東京 権藤哲郎、吉田行康

9月5日 金融円滑化法後の中小企業の動向と対応策 札幌 伊藤、真部

8月28日 円滑化法後の事業継承と出口戦略 島根 真部

8月26日 老舗企業の再生実例とＴＡＭ人材の重要性 東京 鰐渕

7月22日 Ｍ＆Ａアドバイザーの基本 東京 桐明

7月2日 円滑化法後の事業継承と出口戦略 山形 真部

6月26日 円滑化法後の事業継承と出口戦略 大阪 真部

6月25日 円滑化法後の事業継承と出口戦略 新潟 真部

6月24日 不動産市場･RETIの現状と経済の動向と不動産収益改善策 東京 井出、飯塚

6月19日 円滑化法後の事業継承と出口戦略 福岡 真部

6月18日 円滑化法後の事業継承と出口戦略 鹿児島 真部

6月13日 円滑化法後の事業継承と出口戦略 名古屋 真部

6月6日 円滑化法後の事業継承と出口戦略 仙台 真部

6月4日 円滑化法後の事業継承と出口戦略 札幌 真部

5月20日 円滑化法後の事業継承と出口戦略 都響 真部

5月10日 税制改正と資産承継における民事信託の活用 山形 天口

4月26日 民法改正と事業継続の見極めのポイント 東京 金融庁佐藤室長・桐明

4月19日 平成25年度税制改正大綱と資産継承術 名古屋 真部

4月16日 平成25年度税制改正大綱と資産継承術 大阪 真部

4月10日 平成25年度税制改正大綱と資産継承術 福岡 廣瀬、真部

4月9日 平成25年度税制改正大綱と資産継承術 鹿児島 岩元、真部

4月5日 平成25年度税制改正大綱と資産継承術 札幌 真部

4月3日 税制改正と資産承継における民事信託の活用 仙台 大藤、真部

3月25日 平成25年度税制改正大綱と資産承継術 東京 平川、飯塚

3月1日 出口戦略における中小企業のM&A活用手法 新潟 ストライク荒井、真部

2月25日 企業を取り巻く環境と実態把握のポイント 東京 寺岡雅顕、中村博之

2月21、22日 旅館・ホテルの経営再生支援力強化セミナー 東京 宇野、パネラー

2月20日 出口戦略における中小企業のM&A活用手法 名古屋 ストライク石垣、真部

2月19日 出口戦略における中小企業のM&A活用手法 大阪 ストライク石垣、真部

2月15日 出口戦略における中小企業のM&A活用手法 鹿児島 ストライク石塚、真部

2月14日 出口戦略における中小企業のM&A活用手法 福岡 ストライク石塚、真部

2月7日 出口戦略における中小企業のM&A活用手法 山形 ストライク荒井、真部

2月5日 出口戦略における中小企業のM&A活用手法 札幌 ストライク荒井、真部

1月25日 出口戦略における中小企業のM&A活用手法 東京

ストライク荒井、真

部、赤羽、柳、飯塚

1月11日 出口戦略における中小企業のM&A活用手法 仙台 ストライク石塚、真部
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2012年2012年2012年2012年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

12月21日 2013年の不動産市況と資産防衛術 東京 井出、飯塚

12月14日 右肩下がり時代の建設業再生　建設業生き残りのポイント 鹿児島 渡辺、野澤

12月13日 右肩下がり時代の建設業再生　建設業生き残りのポイント 福岡 渡辺、野澤

12月3日 円滑化法の出口戦略と再生支援 札幌 真部、パネラー

11月19日 事業承継のための組織創りヒト創り 東京 宮崎、宮子

11月15日 円滑化法の出口戦略と再生支援 山形 真部、佐々木

10月31日 右肩下がり時代の建設業再生　建設業生き残りのポイント 新潟

渡辺、真部、パネ

ラー

10月23日 円滑化法の出口戦略と再生支援 大阪 真部、パネラー

10月22日 六次産業化モデルケース 東京 菅原、菊地

10月18日 円滑化法の出口戦略と再生支援 名古屋 真部、パネラー

10月5日 六次産業化モデルケース 札幌 菅原、齋藤

10月3日 円滑化法の出口戦略と再生支援 仙台 真部、パネラー

10月2日 円滑化法の出口戦略と再生支援 盛岡 真部、佐々木

9月24日 旅館・ホテル・飲食業、生き残りの方程式 東京 宇野、中島

9月21日 円滑化法の出口戦略と再生支援 鹿児島 真部、パネラー

9月19日 円滑化法の出口戦略と再生支援 福岡 真部、パネラー

8月27日 円滑化法の出口戦略と再生支援 東京 真部、パネラー

8月23日 右肩下がり時代の建設業再生　建設業生き残りのポイント 名古屋 渡辺、野澤

8月22日 右肩下がり時代の建設業再生　建設業生き残りのポイント 大阪 渡辺、野澤

8月3日 円滑化法の出口戦略と再生支援 水戸 真部、パネラー

7月27日 金融機関のコンサルティング機能強化 松江 錦織、パネラー

7月23日 右肩下がり時代の建設業再生　建設業生き残りのポイント 東京 渡辺、野澤、加藤

7月13日 経営者のための事業承継とＭ＆Ａ活用法 鹿児島 ストライク、真部

7月6日 中小企業応援セミナー　事業再生・承継コンサルティング機能強化 山形 錦織、パネラー

7月5日 収益力改善のための2つの視点、７つのポイント 仙台 佐々木、大藤

6月25日 金融ADRの概要と運用状況、円滑化法後の経営支援政策パッケージ 東京
金融庁　橋本氏、真部、鈴木(隆)

6月21日 経営者のための事業承継とＭ＆Ａ活用法 名古屋 佐武氏、真部

6月18日 金融機関のコンサルティング機能強化と事業再生支援の現場報告 新潟 真部、パネラー

6月8日 経営者のための事業承継とＭ＆Ａ活用法 福岡 松原氏、真部

6月16日 経営者のための事業承継とＭ＆Ａ活用法 仙台 石塚氏（ストライク）、真部

5月25日 経営者のための事業承継とＭ＆Ａ活用法 大阪 石塚氏（ストライク）、真部

5月21日 経営者のための事業承継とＭ＆Ａ活用法 東京 石塚氏（ストライク）、真部

5月18日 金融機関のコンサルティング機能強化と事業再生支援の現場報告 鹿児島 寺岡、パネラー

4月27日 2012年度税制改正の方向性と注意点 東京 平川、飯塚

4月12日 中小企業における事業承継アドバイスの着眼点 京都 南、真部

4月6日 2012年の金融機関の動向と今後の収益改善のポイント 仙台 寺岡、真部

4月5日 金融機関のコンサルティング機能強化と事業再生支援の現場報告 山形 政田、寺岡、真部

4月3日 売上が伸びる！営業可視化のポイントと今後の事業再生・承継コンサルトは？ 札幌 石川、真部、三浦

3月22日 トップﾟ営業マンから教わる営業の極意 東京 小山

3月14日 建設業セミナー 鹿児島 渡辺、真部

3月9日 金融機関のコンサルティング機能強化と事業再生支援の現場報告 名古屋 寺岡、パネラー

2月24日 金融機関のコンサルティング機能強化と事業再生支援の現場報告 福岡 寺岡、黒岩

2月21日 金融機関のコンサルティング機能強化と事業再生支援の現場報告 大阪 寺岡、パネラー

2月20日 社会福祉法人新会計基準変更と新たなビジネスチャンス 東京 平川、古里

1月23日 金融庁監督指針のポイントとその動向 東京 金融庁監督局三井参事官

1月20日 製造業再生支援の要締 大阪 野添、パネラー

1月18日 財務諸表の味方 横浜 鈴木

1月13日 2012年の金融機関の動向と今後の収益改善のポイント 鹿児島 寺岡

1月13日 金融庁監督指針対応　事業再生入門講座 新潟 鈴木、岩本
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2011年2011年2011年2011年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

12月22日 2012年の金融機関の動向と今後の収益改善ポイント 東京 寺岡、真部、パネラー

12月16日 中小企業における事業承継のアドバイスの着眼点 佐賀 廣瀬、真部、江見

12月8日 企業再建・承継事例セミナー・個別相談会 仙台
大藤、真部、国分、右田、飯川、勝村

11月22日 ＴＡＭが語る　製造業再生支援の要諦 名古屋 岩本、真部、パネラー

11月18日 中小企業における事業承継アドバイスの着眼点 鹿児島 真部、中迫

11月8日 建設業界のための業績回復術 大阪 古木、西川

10月28日 旅館･ホテル再建の現場対応と支援策 札幌 宇野、真部

10月24日 災害時などの事業継続計画（ＢＣＰ）とは？ 東京 宝徳、真部

10月5日 被災経営者の債務処理はどうなる？ 仙台 山岸、パネラー

9月26日 震災後、不動産市況はどう変わったか？ 東京 井出、飯塚、真部

9月16日 小売業Ｖ字回復への６つのポイント 鹿児島 馬場、真部

9月14日 中小企業における事業承継アドバイスの着眼点 福岡 廣瀬、真部、江見

8月22日 アグリビジネスと六次産業化によるビジネスチャンス 東京 菅原

8月5日 災害時などの事業継続計画（ＢＣＰ）とは？ 仙台 宝徳、真部

7月25日 経営者が損をしない保険活用術 東京 梅本、鈴木

7月22日 アグリビジネスと六次産業化によるビジネスチャンス 札幌 菅原

7月12日 建設業支援セミナー 鹿児島 高田、渡辺

7月7日 大震災復興！今すぐ打つべき手立ては？ 名古屋 大内、塚原、真部

6月20日 建設業のためのV字回復術 東京 高田、渡辺

6月3日 大震災復興！今すぐ打つべき手立ては？ 仙台 阿部、大藤、塚原、真部

5月27日 製造業のためのＶ字回復術 東京 西川、野添、谷内田

5月20日 製造業のためのＶ字回復術 鹿児島 真部、野添

5月19日 製造業のためのＶ字回復術 熊本 真部、野添

5月17日 不動産オーナーのための空室リスク回避・収益改善のポイント 福岡 真部、江見

5月11日 製造業のためのＶ字回復術 名古屋 真部、野添、西川

5月10日 製造業のためのＶ字回復術 京都 鹿野、野添、西川

4月28日 大震災復興！今すぐ打つべき手立ては？ 東京 秋保、鈴木（隆）、大藤、真部

3月24日 失敗企業と成功企業の分岐点 東京 岩本

2月21日～5月17日 不動産オーナーのための空室リスク回避・収益改善のポイント
東京、大阪、福岡 飯塚、真部、田中、江見

2月10日 税制改正セミナー 東京 小野

1月31日～3月24日 ホテル・旅館(飲食業)再生システムの提案

東京、北海道、山形、仙

台、名古屋、大阪、北部九

真部、中山

1月25日 不動産収益改善のポイントと地域マーケット 南九州 真部、菊永、前田
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2010年2010年2010年2010年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

12月22日 事業再生関係者が知っておくべき不正の基本知識 東京 甘粕、霞、高橋

12月21日～1月19日 資金繰り改善の５つのポイント 東京 鈴木

11月17日 事業承継概論　経営・資産承継コンサルティングの進め方 京都 真部

11月4日～2月4日 円滑化法と実抜計画

北部九州、南九州、札幌、

盛岡、仙台、広島、北海

寺岡、真部、南都、藤村、小山

田、高橋、国分、北川、岡部、鈴

11月4日 金融機関対応　経営再建計画策定の実務 広島 寺岡、真部

10月7日 事業再生概論　再建コンサルティングの進め方 大阪 真部、古木

10月6日 既存顧客への提案術 東京 山本、鈴木（隆）

10月5日 円滑化法と地域金融機関 北部九州 寺岡、岡部

10月1日 現役コンサルが語る。中小企業再建の実態！ 山形 真部、古木

9月21日～10月26日 中小企業再建コンサルと経営幹部登用のすすめ方

名古屋、東京、仙台、札

幌、鹿児島、福岡

真部、古木、西川

9月17日～9月27日 事業承継・再建計画のための採算計算 東京、名古屋 牧口

8月23日 医療機関・薬局の経営課題と対応策 東京 鈴木（満）、東園、駒形

8月10日 不動産金融の動向と不動産オーナー支援 札幌 井出、安田、真部

7月15日 札幌 真部、小野寺

7月13日 仙台 真部、大藤

6月21日～12月2日 不動産オーナーのための空室リスク回避・収益改善のポイント
東京、大阪

飯塚、真部、佐々木、飛谷、

田中、楊井

6月15日～7月26日 金融機関対応！事業計画策定の実務
東京、山形、金沢

真部、北川、村田、崎山、国分、

天口、鈴木（隆）、春田、西川

5月24日 『パソコン１台』無料で出来る！営業のすすめ 東京 久米、宇野

5月21日 収益不動産事業の今後の方向性と不動産金融市場 福岡 井出

5月20日 『ネット通販の教科書』出版記念セミナー 東京 池本

4月28日 アジアへの事業進出と成功の要諦 東京 増田、小島、丸山

4月21日 中小企業金融円滑化法の実践的活用法とその留意点 仙台 北川、大藤

3月23日 企業再建・承継時における税制改正のポイント 東京 牧口、柳

3月3日 北陸の旅館・ホテル　厳しい環境下での生き残り戦略 金沢 中山、桐明

2月22日 収益不動産事業の今後の方向性と不動産金融市場 東京 井出、葛和

2月9日 北海道の旅館・ホテル　厳しい環境下での生き残り戦略 札幌 三浦、関根、中山

1月26日～2月3日 旅館･ホテル再建の現場対応と支援策 山形、鹿児島 中山、桐明

1月25日～3月11日 企業再建人の現場対応と再建支援策

大阪、京都、名古屋、仙

台、福岡、東京

中山、真部、桐明

1月13日～4月22日 金融機関が納得する返済猶予交渉実務

札幌、鹿児島、福岡、東

京、大阪、名古屋

北川、真部、岡部

2009年2009年2009年2009年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

12月22日 事業再生ADRと今後の事業再生手法 東京 山岸

11月28日 金融機関の融資への考え方と折衝の方法 東京 寺岡、塚田

10月19日 事業承継の課題整理と考え方　無料承継診断 東京 岩本、鈴木（隆）

9月25日～10月8日 ターンアラウンドマネージャー（ＴＡＭ）役割と意義

鹿児島、福岡、仙台、東

京、大阪

古木、真部、西川、奥山

8月25日 製造現場の健全度と製造業再生事例 金沢 村田、野添、真部

8月24日 地価動向と投資ファンドや銀行の今後の方向性 東京 井上、井出

7月27日 「企業再生支援機構」の概要と今後の企業再生 東京 片桐

7月16日～9月17日 資金繰り難時代の経営と財務とは？ 札幌、北見 西川、南都

6月22日 独立専門家の顧客開拓と営業とは？ 東京 梅村

5月20日～7月3日 わかりやすい！遺言と民事信託の戦略的活用法！

山形、仙台、大阪、福岡、

鹿児島、東京、京都、名古

河合、真部

4月28日～7月17日 不況下における金融機関との上手なつきあい方 札幌、東京 山崎、小野寺、鈴木（隆）

3月23日 手際のよいスポンサー付き事業再生の極意！ 東京 山岸

2月16日 事業承継における自己株式評価と信託 東京 牧口

1月23日 不動産支援セミナー 大阪 真部

1月19日 第三セクター等、公企業の事業再生支援について 東京 桐明、黒石

事業承継概論　経営承継・資産承継コンサルのすすめ方！
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2008年2008年2008年2008年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

12月22日～2009年4月28日

不動産業の企業再生の現状と今後の課題について

仙台、札幌、京都、名古

屋、東京

勝村、真部、太田、森田、

南、三輪、藤原

12月19日 不動産金融市場の動向と不動産業事業再構築の手法 福岡 井出、真部

10月20日～2009年2月27日

製造現場の健全度と製造業再生事例

鹿児島、福岡、京都、名古

屋、富山、大阪、東京

野添、宮崎、真部、新開、南、須賀

10月1日～12月3日 医療法人と開業医の経営改革と経営・資産承継とは？

仙台、東京、名古屋、京

都、福岡、鹿児島

河合、小松、真部

9月22日 人と組織のマネジメント事例と専門家支援 東京 三好、兼元、塚田

8月25日 経営承継の円滑化と専門家の支援とは 東京 小松、高山

7月25日～9月19日 不動産金融市場の今後の動向と民事信託について 札幌、大阪 井出、真部

7月14日～8月8日 医療機関の持続的成長条件とは？ 北見、札幌、東京 住田、駒形、岩崎

6月23日～9月19日 不動産金融市場の今後の動向 札幌、大阪、東京 井出、飯塚、須田、齋藤

5月21日 会社の継ぎ方たたみ方 東京 稲村、真部

5月19日～7月18日 行ってみたい！魅力のある旅館とは？

大分、福岡、鹿児島、仙

台、山形、城崎、京都、金

出木場、桐明、宇野、真部、村

山、森、金綱

4月14日 企業承継診断と民事信託を使った資産承継術 東京 真部、飯塚

2月19日 パチンコホール再生の可否を見極める！ 東京 瀬本、真部、坂元

3月17日～2009年

2月17日

建設業界再編の衝撃！生き残りの条件とは？

石川、長崎、福岡、鹿児

島、大阪、京都、札幌、北

村田、西川、真部、高田、渡辺

2月1日 事業承継セミナー 福岡 真部

1月21日 企業の再建承継に求められる人材と組織とは？ 東京 高城幸司

2007年2007年2007年2007年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

12月17日 中間省略登記の代替手段と定期借家制度 東京 吉田修平

11月22日～12月13日 企業経営とリスクマネジメント 福岡、東京 白木

10月15日 民間の現場から見る「金融商品取引法改正」 東京 花岡

10月11日 民事信託の可能性 福岡 吉崎

8月23日～10月22日 ダイヤモンド社出版記念講演「企業承継の考え方と実務」

函館、長崎、福岡、鹿児

島、大分、仙台、山形、東

真部、河合

7月24日 【勉強会】民事信託を活用した財務体質改善術 東京 須田

7月19日 【勉強会】民事信託の可能性 東京 須田

7月13日 事業永続化の秘訣・民事信託の可能性 大阪 真部

7月11日 事業パートナーとしての弁護士活用 東京 田辺、大野

7月6日 マンション建替えの実際 福岡 吉崎、田村

7月4日 青果仲卸業の事業承継について・事業承継あの手この手 大阪 宮澤、福井

7月4日 民事信託を活用した財務体質改善術 仙台 真部

6月22日 事業永続化の秘訣・民事信託の可能性 京都 真部

6月18日 中小企業と企業オーナーのための保有不動産戦略 東京 飯塚、善並

6月13日 中小企業再生支援と実例 福岡 真部

6月8日～12日 資産承継と民事信託 鹿児島、北見 吉崎、真部

6月8日 企業再建の進め方と実例 札幌 真部

5月30日 事業永続化の秘訣・民事信託の可能性 仙台 真部

5月23日～25日 企業承継セミナー 鹿児島、福岡

5月21日 再生における「人」の活性化と「IT」活用事例 東京 宮本

5月9日 資産承継と民事信託 佐賀 真部、吉崎

4月24日 相続税対策の具体事例 東京 小林

4月18日 資産流動化と承継事例 札幌 真部

4月18日 3本の矢 福岡 真部、吉崎

3月22日 最近の再生事例 鹿児島 真部

3月19日 事業再生の実践から学ぶ経営の真髄 東京 越

3月16日 信用金庫出身者が語る再生のポイント 青木信金 谷内田

2月20日 地方公共団体が関与する宿泊レジャー施設等の再生支援 東京 桐明

1月25日 変えよう！自分と未来 仙台 高塚

1月22日 民事信託の可能性 東京 押谷

2006年2006年2006年2006年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

06/12/8～

07/1/25

不動産の流動化と資産管理のすすめ方

京都、大阪、福岡、鹿

児島、仙台

井出、真部

11月22日 粉飾決算の見分け方セミナー

網走、札幌、広島、京

都、仙台、山形、福岡、

播磨

10月13日 企業承継セミナー 仙台 田村他

10月11日 「承継」問題を学びましょう 札幌 大田、南都

9月25日 地域活性化のプロが語る、地域活性成功事例 東京 藤崎

9月22日 失敗から学ぶ！正しい企業承継の考え方 大阪 河合、真部

8月21日 会員限定セミナー 東京 山岸

7月28日 誰も言わなかった新会社と経営承継 京都 渋沢

7 CRC企業再建・承継コンサルタント協同組合



7月24～8月11日 J-REIT・ファンドビジネスの今後の行方 札幌、東京 井出

6月19日～9月28日 誰も言わなかった新会社と経営承継

山形、鹿児島、京都、

仙台、東京

河合、真部、渋沢

5月22日 後継者持つべき資質 東京 須賀

5月17日 株式会社アセットパートナーズ南九州設立記念セミナー 鹿児島 真部

5月1日 株式会社アセットパートナーズ設立記念セミナー 札幌 真部

4月19日～6月7日 名称記念セミナー 仙台、名古屋、東京 今野、渋沢

2月16日 卸小売業活性化のための手法と実例 東京 齋藤
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2005年2005年2005年2005年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

10月20日 建設業・改善の手法と実例
鹿児島、福岡、名古屋

西川

10月13日 業種別・旅館ホテル業再生マニュアル 京都 小林

10月12日 医療業界の今後とファンドから見たビジネスチャンス 東京 川越

8月22日 投資信託の今後とReitの動向（AP投信） 東京 井出

8月4日 業種別・事業復活への道～？？～ 京都 渡辺

7月19日 会社の勝ち残りをかけた企業改善計画はこうして作る！ 郡山 宮崎

7月15日 建設業経営改善の手法と実例 網走 真部

6月17日 業種別・事業復活への道～製造・加工業～ 仙台 吉岡

6月10日～28日 ITによる改善可能性の見極め
福岡、鹿児島、名古屋

林

5月20日 ～出版業・書店～経営改善の手法と実例 東京 能勢

4月14日 企業再生支援の現状と取り組み 山口 真部

4月11日～9月16日 ～旅館・ホテル業～経営改善の手法と実例 東京 小林

3月7日 社長がどこで行き詰まるか？ 東京 最上

3月1日 戦略的事業承継のすすめ 網走 真部

2月24日 金融機関との上手な付き合い方 京都 真部

2月17日～7月15日 建設業・不動産業の経営改善の手法と実例

網走、福岡、仙台、山形、

札幌、鹿児島

真部

2月2日 信託業法の改正によるビジネスチャンス 東京 植田

1月28日～3月4日 不動産業の経営改善の手法と実例 仙台、福岡 真部

2004年2004年2004年2004年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

12月22日～2005年8月18日

卸小売業の経営改善の手法と実例

名古屋、京都、鹿児島、東

京

宮崎

12月9日 製造業の経営改善の手法と実例 京都 吉岡

11月6日 企業再生のポイント 山形 宮崎

11月5日 企業再生支援のポイント 仙台 宮崎

11月4日 不動産価格の推移と動向・不動産業・建設業の経営改善の手法と実例 名古屋 三輪、真部

11月2日～2005年2月7日
給排水設備工事業の経営危機打開、事業再構築への道 名古屋、東京 渡辺

10月28日 最近の再建の取組みと実例 札幌 真部

10月14日 やっぱり商売は儲けなあかん、不動産・建設業の経営改善の手法と実例 京都 宮崎、真部

10月4日 企業再生支援のポイント・新しい不動産ビジネス戦略の動向 東京 宮崎、飯塚

9月24日 企業再生指導の現状・地域金融機関との連携による中小企業再生の手法と実例 網走 真部、加藤

9月10日 フードビジネスから学ぶ繁栄の方程式・戦略的事業承継とは 鹿児島 宇井、真部

8月26日 事業再生の手法と進め方／戦略的リストラクチャリング 青森 真部

8月5日 新事業の発想法～事業機会の見つけ方・経営者の意識改革とビジネスモデルの見直し 京都 土井、宮崎

7月26日 不動産証券化の現状と今後、資産流動化とｱｾｯﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ不動産投信の取組 東京 井出、菅

6月17日～11月9日 公的資金の戦略的活用方法

鹿児島、福岡、山形、東

京、京都、仙台、名古屋

澤村

6月10日～11日 地域金融機関との連携による中小企業再生の手法と実例 福岡、鹿児島 加藤

6月7日 道央推進局実例研究会 札幌

5月25日～10月15日 飲食店繁盛の方程式
広島、福岡、名古屋、東京

宇井

5月17日 企業再生ビジネスの現状と取り組み方 青森 真部

4月1日～4月23日 リスケジュールを中心とする銀行交渉事例セミナー

名古屋、京都、東京、福

岡、仙台

安田、金森

1月19日 RCCにおける企業再生セミナー 東京 大森

2003年2003年2003年2003年

開催日開催日開催日開催日 テーマテーマテーマテーマ 開催地開催地開催地開催地 講師講師講師講師

9月10日 不況期に勝つ経営、売上確保・拡大の3倍法則 東京 和田、望月

7月29日 不動産証券化、地域不動産管理会社ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、AP投信について 東京 井出、河野、真部

7月8日～2004年4月22日
業績V字回復の指針 京都、広島 高塚 他

6月20日 戦略的資産管理の進め方セミナー 郡山 真部

6月12日 改正会社更生法により企業再生はどう変わるのか？ 京都 山崎、真部

6月6日 企業体質改善セミナー 島根 河合 他

5月27日 中小企業再生支援協議会の取組・スタンス 東京 平野

4月19日 資産承継と事業承継の違いと進め方～第3者への事業承継 京都 見田村、真部

2月23日～2004年2月23日

最近の事業再生における実務上の問題点と対応セミナー 東京 樋口

2月5日～2004年4月28日
粉飾決算の見分け方セミナー

網走、札幌、広島、京都、

仙台、山形、福岡、鹿児

播磨
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